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公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定による変更の届出があったので、同条第３項において

準用する同法第５条第３項の規定により、次のとおり公告し、当該届出書を縦覧に供します。

　なお、同法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに知事あてに意見書を提出する

ことができます。

　　令和３年10月７日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　佐久小田井ショッピングセンター

　　　佐久市小田井613番地１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所

　　株式会社タカサワマテリアル

　　　佐久市野沢94番地１

３　変更した事項

　(1)	大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　（変更前）

名称 代表者氏名 住所

藤久株式会社 後藤　薫徳 愛知県名古屋市名東区高社１－210

有限会社蒼空 井出　正寿 佐久市小田井613－１

　　（変更後）

名称 代表者氏名 住所

藤久株式会社 中松　健一 愛知県名古屋市名東区高社１－210

ベリンダ 木内　めぐみ 佐久市小田井613－１

４　変更した年月日

　　令和３年７月２日ほか

５　届出年月日

　　令和３年９月22日

６　届出書の縦覧の場所

　　長野県産業労働部産業政策課又は佐久地域振興局商工観光課

７　縦覧の期間

　　令和３年10月７日から令和４年２月７日まで

８　意見書の様式

　　長野県大規模小売店舗立地法事務取扱要綱（平成12年５月19日付け 12産振第137号）様式第８号による。

９　意見書の提出先

　　長野県産業労働部産業政策課又は佐久地域振興局商工観光課　　

産業政策課

道路管理課

１　路　　　線　　　名　　丸子信州新線	

２　供用を開始する区間				

　　小県郡青木村大字田澤字ヲトミ 1268番の 22地先から

　　小県郡青木村大字田澤字ヲトミ 1268番の 18地先まで

３　供用を開始する期日　　令和３年10月８日
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公告

　川田土地改良区の役員について、次のように就退任の届出がありました。

　　令和３年10月７日

	 長野県長野地域振興局長　吉　沢　　　正　

理　事

　新　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　北　島　正　夫　　長野市若穂川田1175番地２

　　上　沢　哲　男　　長野市若穂川田2398番地

　　青　柳　卓　治　　長野市若穂川田2547番地３

　　元　田　盛　雄　　長野市若穂川田2728番地

　　竹　内　敏　夫　　長野市若穂保科2803番地

　重　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　和　田　博　次　　長野市若穂川田1042番地

　　北　城　　　守　　長野市若穂川田1989番地

　　倉　島　　　豊　　長野市若穂牛島981番地21

　退　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　中　島　貞　夫　　長野市若穂川田2822番地

　　元　田　茂　男　　長野市若穂川田2718番地

　　北　島　光　雄　　長野市若穂川田1349番地１

　　諏　訪　雄　一　　長野市若穂保科3202番地

　　田　中　正　一　　長野市若穂川田762番地イ

監　事

　新　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　山　岸　晃　司　　長野市若穂川田667番地１

　　橋　本　　　淳　　長野市若穂川田2808番地

　　雪　入　利　一　　長野市若穂保科3415番地２

　　宮　沢　　　登　　長野市若穂綿内8441番地１

　退　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　手　塚　耕　造　　長野市若穂川田3118番地

　　宮　沢　修　躬　　長野市若穂川田2353番地

　　倉　嶋　　　守　　長野市若穂牛島626番地

農地整備課

公告

　長野県上水内郡鳥居川土地改良区の役員について、次のように就退任の届出がありました。

　　令和３年10月７日

	 長野県長野地域振興局長　吉　沢　　　正　

理　事

　新　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

				山　岸　　　滋　　長野市豊野町石2126番地１

　　古　田　精　一　　上水内郡信濃町大字富濃385番地４

　　上　野　壽　重　　上水内郡飯綱町大字古町963番地１

　　伊　藤　　　勉　　上水内郡飯綱町大字牟礼2384番地

　　栗　田　隆　夫　　長野市豊野町浅野437番地

　　小　林　克　彦　　中野市大字上今井2352番地

　　小　林　繁　美　　中野市大字穴田1102番地
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農地整備課

公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しました。

　　令和３年10月７日

	 長野県長野建設事務所長　吉　川　達　也　

１　許可番号

　　令和３年６月14日　長野県長野建設事務所指令３長建第92－4号

２　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　　須坂市大字日滝字宮原884－１、884－２

３　開発許可を受けた者の住所及び氏名

　　須坂市大字須坂851

　　　須坂土建工業株式会社　代表取締役　山　﨑　喜　彰

都市・まちづくり課

　重　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　小　栁　伸　一　　上水内郡飯綱町大字普光寺690番地

　　青　柳　市　郎　　上水内郡信濃町大字柏原2900番地１

　　大　草　敏　郎　　上水内郡信濃町大字平岡1524番地

　　関　　　　　洋　　上水内郡飯綱町大字赤塩1053番地31

　退　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　井　上　長　茂　　長野市豊野町石2242番地

　　山　森　光　夫　　上水内郡信濃町大字富濃137番地１

　　丸　山　善　郷　　上水内郡飯綱町大字古町739番地

　　近　藤　寿　和　　上水内郡飯綱町大字黒川2186番地

　　渡　辺　勝　昭　　上水内郡飯綱町大字倉井287番地１

　　弓　本　幸　蔵　　長野市豊野町蟹沢2341番地

　　南　沢　啓　一　　中野市大字上今井3309番地１

　　西　沢　久　男　　中野市大字穴田804番地

監　事

　新　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　中　村　廣　美　　上水内郡信濃町大字柏原46番地

				北　川　　　保　　上水内郡信濃町大字古間1228番地

　　仲　俣　正　人　　上水内郡飯綱町大字黒川2170番地１

				小　林　健　一　　中野市大字上今井2652番地１

　　高　橋　明　彦　　上水内郡飯綱町大字川上2229番地１

　重　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　寺　島　節　夫　　上水内郡信濃町大字穂波387番地

　　関　　　正　勝　　長野市豊野町豊野2372番地

　退　任

　　　氏　　　名　　　　　住　　　　所

　　大　澤　保　男　　上水内郡信濃町大字古間1348番地１

　　風　間　達　観　　上水内郡信濃町大字柏原18番地１

　　藤　田　忠　治　　中野市大字上今井509番地１
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公告

　次のとおり落札者を決定しました。

　　令和３年10月７日

	 長野県工業技術総合センター所長　宮　嶋　隆　司　

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　極表面複合分析装置　一式

２　契約に関する事務を担当する所の名称及び所在地

　(1)	名　称　長野県工業技術総合センター　精密・電子・航空技術部門

　(2)	所在地　岡谷市長地片間町１－３－１

３　落札者を決定した日

　　令和３年７月27日

４　落札者の名称及び所在地

　(1)	名　称　高山理化精機株式会社

　(2)	所在地　松本市笹賀5652番18

５　落札金額

　　124,850,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告を行った日

　　令和３年６月17日

産業技術課

公告

　次のとおり一般競争入札に付します。

　　令和３年10月７日

	 長野県立こども病院長　中　村　友　彦　

公告

　令和３年10月31日執行予定の衆議院小選挙区選出議員選挙の立候補手続等に関する説明会を、次のとおり開催します。

　　令和３年10月７日

	 長野県選挙管理委員会委員長　北　島　靖　生

１　日時　　令和３年10月11日（月）　午後１時30分

２　場所　　長野市大字南長野字幅下692 の２

　　　　　　長野県議会棟404号及び 405号会議室

選挙管理委員会

公告

　令和３年10月31日執行予定の長野県議会議員補欠選挙（松本市東筑摩郡選挙区）の立候補手続等に関する説明会を、次の

とおり開催します。

　　令和３年10月７日

	 長野県選挙管理委員会委員長　北　島　靖　生

日　　　　時 場　　　　　　所 参　集　範　囲

10月12日（火）
午後１時30分

松本市大字島立1020番地
長野県松本合同庁舎502号会議室

松本市東筑摩郡選挙区

選挙管理委員会
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１　入札に付する事項

　(1)	調達をする物品等及び数量

　　　血管撮影装置　一式

　(2)	物品等の特質

　　　入札説明書及び仕様書によります。

　(3)	納入期限

　　　令和４年３月31日（木）

　(4)	納入場所

　　　安曇野市豊科3100

　　　長野県立こども病院　手術室

　(5)	入札方法

　　	　価格の総額について行います。なお、落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の 10 に相当す

る額を加算した金額（当該加算した金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額）をもって落札価格としま

すので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の 100 に相当す

る金額を入札書に記載してください。

２　入札に参加する者に必要な資格

　　次のいずれにも該当する者であることとします。

　(1	)	地方独立行政法人長野県立病院機構契約事務規程（以下「契約事務規程」という。）第４条第１項に定める当該入札に係る契約

を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。

　(2)	契約事務規程第４条第３項及び第４項各号の規定により競争入札に参加させないとされた者でないこと。

　(3)	契約の履行に当たり、(2) に掲げる者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

　(4	)	長野県の調達する製造の請負、物件の買入れその他の契約（建設工事の請負並びに建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監

理の委託並びに森林整備業務の請負及び委託を除く。）に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格（平成30

年長野県告示第588号）の「物件の買入れ」の等級がＡに区分されている者であること。

　(5	)	長野県会計局長から物品購入等入札参加資格者に係る入札参加停止措置要領（平成23年３月25日付け 22管第285号）に基づく入

札参加停止を受けている期間中の者でないこと。

　(6	)	長野県暴力団排除条例（平成23年長野県条例第21号）第２条第２号に規定する暴力団員又は同条例第６条第１項に規定する暴力

団関係者でないこと。

　(7	)	調達をする物品等に関し、アフターサービス及びメンテナンス（保守及び管理）を迅速に行う体制が整備されている者であること。

　(8)	その他仕様書に記載されている技術的要件を満たす者であること。

３　入札説明書及び仕様書の交付場所、契約条項等を示す場所並びに問い合わせ先

　　安曇野市豊科3100（郵便番号　399－8288）

　　長野県立こども病院　事務部経営企画課

　　電話　0263（73）6700

４　入札手続等

　(1)	契約の手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨

　(2)	入札及び開札の日時及び場所

　　ア　日時　令和３年11月18日（木）　午前10時

　　イ　場所　長野県立こども病院　南棟３階看護会議室

　(3)	郵送による場合の入札書の受領期限及び提出場所

　　ア　受領期限　令和３年11月17日（水）　午後５時

　　イ　提出場所　上記３の場所

　(4)	入札者に要求される事項

　　	　この入札に参加を希望する者は、入札説明書に定める必要事項について説明した書類を、令和３年11月10日（水）午後５時まで

に上記３の場所に提出してください。この場合において、開札日の前日までの間に必要な証明書等の照会があったときは、入札に

参加を希望する者の負担において説明してください。

　(5)	入札保証金

　　	　地方独立行政法人長野県立病院機構会計規程（以下「会計規程」という。）第44条第１項に規定する入札保証金を、別に定める

期限までに納付してください。ただし、契約事務規程第７条第２項各号に掲げる担保を提供した場合又は契約事務規程第８条第１

項各号に該当する場合は、納付する必要はありません。

　(6)	契約保証金

　　	　会計規程第45条第１項に規定する契約保証金を、別に定める期限までに納付してください。ただし、契約事務規程第７条第２項

各号に掲げる担保を提供した場合又は契約事務規程第31条各号に該当する場合は、納付する必要はありません。
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医療政策課

　(7)	入札の無効

　　　契約事務規程第11条各号に該当する入札書は、無効とします。

　(8)	契約書作成の要否

　　　必要とします。

　(9)	落札者の決定方法

　　　予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって申込みをした者を落札者として決定します。

５　その他

　　詳細は、入札説明書及び仕様書によります。

６　Summary

　(1)	Nature	and	quantity	of	the	products	to	be	procured:

　　　Angiography	device,	1	set

　(2)	Delivery	deadline:

　　　Thursday,	March	31,	2022

　(3)	Delivery	location:

　　　Nagano	Children's	Hospital,	Operating	Room	

　　　3100	Toyoshina,	Azumino	City,	Nagano	Prefecture	399-8288	Japan

　(4)	Contact	information:

　　　Nagano	Children's	Hospital	,Management	Department,

　　　Corporate	Planning	Division

　　　3100	Toyoshina,	Azumino	City,	Nagano	Prefecture	399-8288,	Japan

　　　Tel:	+81-263-73-6700	(Japanese	only)

　(5)	Tender	opening:

　　　Date	and	Time:	Thursday,	November,18,2021,10:00	a.m.(JST)

　　　Location:	Nagano	Children's	Hospital,	South	Building	3rd	Floor,

　　　　　　　　Nursing	Conference	Room

　(6)	Mail-in	submission:

　　　Deadline:	Wednesday,November,17,2021,5:00	p.m.(JST)

　　　Mailing	address:	Nagano	Children's	Hospital	

　　　　　　　　　　　	Management	Department

　　　　　　　　　　　	Corporate	Planning	Division

　　　　　　　　　　　	3100	Toyoshina,	Azumino	City,	Nagano	Prefecture	

　　　　　　　　　　　	399-8288

　　　　　　　　　　　	Japan
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